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長野県みらい基金から

ろうきん安心社会づくり助成金募集受付中
ＳＢＣラジオで
「寄付のカタチ」オンエア中

『銀座 NAGANO 〜しあわせ信州シェアスペース〜』が 10 月 26 日に
東京銀座にオープンしました。NPO の皆様もぜひご活用ください。

シリーズ 「協働デスク便り」
銀座 NAGANO「しあわせ信州シェアスペース」１０月２６日オープン
ぜひご活用ください
新ＮＰＯ法人紹介

ＮＰＯ法人設立講座開催案内

お知らせ NPO 基礎セミナー

認定 NPO 法人制度習得セミナー受講者募集

長野県みらい基金からNPOの皆さんへのお知らせ

ＳＢＣラジオで「寄付のカタチ」オンエア中

『ろうきん安心社会づくり助成金』募集受付中!!

「キッフィー チャンネル」

始まりました。

11 月 28 日締切

寄付サイト、長野県みらいベースの兄弟サイト『キッフィー

この助成金は『ろうきん理念』に基づき、社会が抱える様々な課題の克服に向けて、地域で主体的に活動

チャンネル・

このサイトでは、写真や動画を使って、登録団体の活動内

するＮＰＯ・ボランティア団体の活動を支援することを目的に創設された冠基金プログラムです。

■ 助成対象団体

容や活動を始めたきっかけや思い、寄付募集事業の内容や

■ 実施スケジュール

ＮＰＯ等非営利市民活動団体、ボランティア団体
○規模やＮＰＯ法人格の有無は不問
○昨年度助成を受けた団体は応募不可

受付期間─ 2014 年 10 月 1 日（水）～ 11 月 28 日（金）
決定発表─ 2015 年 2 月 2 日（月）
交付─ 2015 年 3 月 2 日（月）
事業実施期間─助成交付日～ 2016 年 2 月末日まで

■ 助成対象事業

■ 応募の方法

①生活・福祉の向上に役立つ活動
②勤労者・高齢者が参加する活動
③その他、本制度の目的に沿うと判断される活動

応募書類および予算書様式は、『みらいベース』の
「ろうきん安心社会づくり助成金」ページからダウン
ロードしてください。
書面にて郵送のみで受付します。
（メールでの受付は行いません。）

■ 助成金額
一団体あたり上限 30 万円
（８～ 10 団体への助成を予定）

■ 提出先
〒 380-8570 長野市南長野幅下 692-2 長野県庁東庁舎
長野県みらい基金「ろうきん 安心社会づくり助成金」係

■ 事前に団体登録が必要
助成金の応募にあたり、『みらいベース』への団体
登録 が必要
登録料
2,000 円（３年間有効）
登録方法『みらいベース』─「ＮＰＯの方へ」
「団体登録」を検索ください。

Kiffy Channel』が始まりました。

寄付金の使途、大口寄付者の紹介、この大口寄付を原資と
する冠基金の内容、チャリティイベントなどを、ご紹介して
います。
今後も、わかりやすく、楽しく、ワクワクするメニューを
長野県みらいベースに掲載中の寄付募集団体や、寄付を受
けて公共的活動を実践している団体の、生の声をお届けする
ラジオ放送「寄付のカタチ」を放送中です。
ぜひ、お聴きください。
○放送期間 ９月４日～平成 27 年３月 13 日
（年末年始を除く）
○放送日
毎週木曜日・金曜日
○放送時間 午後４時 50 分～４時 55 分
※ 今までの放送は、
「長野県みらいベース」から、いつでも
お聴きいただけます。

どんどん追加していきます。
ぜひ、長野県みらいベースの『キッフィー チャンネル』を
クリックして、ご覧ください。

http://www.mirai-kikin.or.jp/kiffy-channel/

「信州を寄付で元気に！」県内を走っています

■ 問合せ先

「信州を寄付で元気に！」ステッカーの中でみらいベースキャ

長野県みらい基金事務局
電 話 026-217-2220 または
メール info@mirai-kikin.or.jp へ

ラクターキッフィーは、富士物流株式会社（松本市）、青木運
輸倉庫株式会社（小県郡青木村）、サンシンエキスプレス株式
会社（安曇野市）様の三社のトラックや普通車計１５５台とと

昨年に続き 連合長野 長野地域協議会、情報労連長野県協議会様から冠寄付をいただきました。
東日本大震災等の復旧復興に使わせていただきます。

ビアフェス信州2014 クラフトビールフェスティバルin松本
この「寄付付きイベント企画」は、みらい基金の提案を受け、
主催者のビアフェス信州実行委員会事務局が、ビールを楽しみ
ながら、何らかの意味あるイベントにしたいという思いで実現し
たものです。
予想を上回る来場者の結果、実行委員会から 235,840 円の
寄付をいただきました。
この寄付によって、松本市内で東日本大震災の被災地支援を行
う４団体

・認定 NPO 法人日本チェルノブイリ連帯基金

ビールを飲んで、被災地支援

「乾杯チャリティ」
で寄付金235,840円
9 月 19 日〜 23 日まで松本城公園で寄付付きイベント「第 1
回クラフトビールフェスティバル in 松本」が開催され、大成功の
うちに終了しました。
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・手をつなぐ 3.11 信州
・Team こどもみらい
・NPO 法人まつもと子ども留学基金
に対して助成することができました。
今後も県内各地で、このようなチャリティイベントの開催と寄
付の広がり、理解を進めていきたいと思います。冠寄付によって、
社会貢献のほか、法人のＰＲにもつながります。
ぜひ、お声がけください。

もに、県内を走って、寄付を呼び掛けています。
皆さまの事業を、みらいベースで寄付を募集します。皆さまの車にステッカーを貼って、みらいベースをＰＲし、一緒に寄付
を呼び掛けませんか？

「みらいベース」で寄付募集中の団体とプログラム（平成26年10月26日現在）
● NPO 法人 まつもと子ども留学基金
被災地から留学中の子どもたちにスキーを体験させたい
● CAP ながの
県内の特別支援学校に通う子どもたちに CAP プログラムを届けたい
● Team こどもみらい
福島の子どもたちに『秋の工作素材』どんぐり、まつぼっくりを送ります
●手をつなぐ 3.11 信州
福島から信州に避難した親子をささえよう
●こちら肉球クラブ
人間と動物が幸せに暮らせるまちづくりを目指します
●やなぎらんの会
志賀高原高天ヶ原のゲレンデや湿原の環境保護
●霧ヶ峰ビジターセンター連絡会
自然を守りながら触れ合っていただくために
霧ヶ峰インタープリター養成講座
● NPO 法人 スペシャルオリンピックス日本・長野
『2014 スペシャルオリンピックス日本―夏季ナショナルゲーム福岡』
コーチ遠征費用捻出プロジェクト

● NPO 法人 腹話術友の会
腹話術その他の特技で心のケアと福祉の向上に寄与します
●シルバーカフェ
１人暮らしの高齢者の心と体の健康づくり
● NPO 法人

みどりの市民

イベントや催しでリユース食器を広めよう
●認定 NPO 法人

日本チェルノブイリ連帯基金

福島の子どもたちの健診を実施します
●認定 NPO 法人
家事支援

びすけっと

配食サービス

●認定 NPO 法人

ふれあいサロン

介護保険事業など

長野犯罪被害者支援センター

犯罪・事故の被害者やその家族の支援にご協力ください
●認定 NPO 法人

ACT

災害救助犬育成支援
●認定 NPO 法人

侍学園スクオーラ・今人

生徒たちの中間就労施設として「サムガク農産加工所」を作ろう
●認定 NPO 法人

長野県みらい基金

「みらいベース」の運営を、一緒に支えてください !
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協働デスク便り

4F

『 銀 座 NAGANO』

〜 しあわせ信州シェアスペース 〜

をご活用ください

１０月２６日オープンの「銀座ＮＡＧＡＮＯ」は、県、市町村、団体、企業が連携して活用するオール信州活動拠点です。
ＮＰＯの皆様もぜひご活用ください。また、東京へお出での際にはぜひお立ち寄りください。

コワーキングスペース＆移住交流・就職相談コーナー
信州の資源を活用するアイデアやネットワークを持った皆様が、起業やビジネス創出の場として活用する
ことができるほか、東京での打合せ、仕事場としてご利用いただけます。

■コワーキングスペースのご利用案内
○利用可能日時

年末年始、祝日を除く月～金曜日

○利用料

無料

10 時～ 18 時

○設備・備品
・コワーキングスペース（机、椅子）

・相談室

・Wi-Fi 環境

・デジタル複合機（有料：コピー、スキャナー、ファックス機能）

施設の概要

・ホワイトボード

◆所在地：東京都中央区銀座５丁目６番５号 ビル名「ＮＯＣＯ」１Ｆ・２Ｆ・４Ｆ
代表番号：０３－６２７４－６０１５
E-mail:ginza-nagano@pref.nagano.lg.jp

○利用申込

・液晶ディスプレイ
利用の１ヵ月前から受け付けています。

また、４階ではＵ・Ｉターンや移住、就職等の相談に専門のスタッフが常駐し、ワンストップで応じてい
ます。

◆各フロアのご案内

1F

ショップスペース＆旬の信州味わいコーナー
信州を代表する食材や伝統食、NAGANO

WINE や日本酒など、信州の日常を感じていただける商品を

販売いただくことができます。また、テストマーケティングの場としてもご活用いただけます。

4F

【交通のご案内】

1F

2F

日
比
谷

JR 有楽町

○東京メトロ銀座駅
Ａ１・Ｂ５出口から徒歩１分
○ＪＲ有楽町駅から徒歩７分

リオン

●東京交通会館

数寄屋橋
●交番
数寄屋橋

外堀通り

ソニー●
●G ap
並木通り口
B5 出口▲

2F

イベントスペース＆観光インフォメーションコーナー
オープンキッチンを活用した「食」のイベントをはじめ、信州の暮らし、自然、歴史、文化などをテーマ
とした各種セミナーなどを通して、さまざまな発信を行うことができます。

【営業のご案内】

晴
海 ●GUCCI
通
り

こちら
すずらん通り

１Ｆ・２Ｆ
営業日：年末年始を除く毎日
営業時間：１０時～２０時

■
A１出口▲

三愛●
中央道り

●銀座和光

銀座四丁目

●銀座三越
東
銀
座

■イベントスペースのご利用案内
○利用可能日時

年末年始を除く毎日

○利用料

１時間当たり 6,000 円

○利用申請

四半期毎に利用申請を受け付けています。

○設備・備品

キッチン（厨房機器一式）、食器類、調理器具、ＡＶ機器等
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10 時～ 20 時

お問い合わせ先
●長野県観光部信州ブランド推進室
ＴＥＬ：０２６－２３５－７２４９

●銀座ＮＡＧＡＮＯ
ＴＥＬ：０３－６２７４－６０１５
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新NPO法人紹介

新たに設立の届出があった 20 法人を紹介します。
NPO法人名

主たる事務所

目的（定款のとおり）

特定非営利活動法人 森の民ねばりん
下伊那郡根羽村 1719 番地１
①根羽村内のあらゆる地域資源及び、村内外の人的資源を活
用した山村再生と、持続可能な地域づくりに資する。
②木の駅に出荷された未利用材を、木質エネルギーとして村内
福祉施設に対して安定的かつ持続的に供給するとともに、利
用の促進をはかる。
③根羽の森林の現状を、科学的・学術的に調査、検証し、将
来の望ましい森林の姿を、研究・提案するとともに、個人所
有者の山林管理を支援する。
④地域資源と森林空間活用を通じた生業づくりと、所得の向上
をはかる。

特定非営利活動法人 信州そばアカデミー
塩尻市大字広丘堅石 23 番地 22
この法人は、日本の伝統的食文化である「そば打ち技術」の継
承・発展を通じ文化観光の振興や国際交流に寄与すること、及
び「そば打ち」を通じた高齢者の生きがい創設、青少年の情操
教育に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 日和向晴会
飯田市上郷飯沼 917 番地
この法人は、障がいのある人とその家族に対して、生まれ育っ
た地域や住み慣れた環境の中で、家族や仲間と共に、社会と
関わりながら、隔たり無く普通に暮らしていくことが出来るよう
支援していくと共に、ＱＯＬ（生活の質）の向上に寄与すること
を目的とする。
この法人は、ひとりひとりの思いを汲み取り、それに寄り添い、
既存の事業の他に、それに応えることの出来る新しい事業を作
り出していき、専門技術の向上や、より良い福祉の実現に向かっ
て、柔軟な事業展開を行う。また、福祉に携わる人材育成を行
うと共に、
「働く場」を作り出していくことにより、地域福祉を充
実させることを目的とする。

特定非営利活動法人 信州からだのき・ほ・ん楽習会
長野市三輪２丁目５番 15-103 号
この法人は、広く一般市民及び運動指導者に対して、心身の健
康に関する幅広い分野の探究およびプログラム普及事業を行う
と共に、プログラムを提供出来る指導者の育成を推進し、健康
増進、スポーツ振興、社会教育・社会福祉の推進、生きがい
づくりを図る活動に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 想創
北安曇郡小谷村大字千国乙 12840 番地 86
この法人は、全人類に対して、環境保全、バリアフリー、アー
ティスト発表の場に関する事業を行い、地域活性及び社会貢献
に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 コミュニティーケアサポート
安曇野市豊科高家 782 番地２
この法人は、障害を持たれた方や高齢者が、たとえ認知症になっ
たとしても地域の中で理解され暮らし続けることが出来る環境
を整えるために、研修・講演活動及び地域高齢者及び障害者
が就労の場を共に構築し地域社会の意識や環境を向上させるこ
とを目的とする。

特定非営利活動法人 ムーブメントまつもと
松本市大字里山辺 2885 番地３
この法人は、広く一般市民に対して、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ
ス事業、介護保険法に基づく各種事業、障害者及び高齢者と
地域住民との交流会等の企画・開催に関する事業、福祉施設・
保育施設等に訪問してのイベント等の企画・開催に関する事業
を行い、地域社会の福祉の増進を図り、もって広く公益に寄与
することを目的とする。

特定非営利活動法人 わおん
塩尻市大字広丘郷原 685 番地
この法人は、こどもから大人までみんなが自分に自信を持ち心
豊かに育つことや、ひとりでも多くの人が環境のことを考えなが
ら生活を送ることを目指し、ひと・まち・自然をテーマにした環
境教育及び外あそび、体験活動の企画や研修、普及を行うとと
もに、地域課題や解決策の情報収集・発信を実施することで、
こどもたちがもっと元気に輝く地域、すなわち持続可能な地域
の構築に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 ふぉれすと
諏訪市大字中洲 551 番地 16
この法人は、障がい者が地域で自立生活できる社会の実現を
図るため、障がい者の自立生活に向けた福祉的就労支援を主と
して行い、地域社会で安心して生活できるノーマライゼーション
社会の実現に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 ＩＴＳＰ飯田スポーツクラブ
飯田市桐林 3445 番地２
この法人は、地域住民に対してスポーツに関する事業を行い、
スポーツの振興・地域活動の活性化に寄与することを目的とす
る。

特定非営利活動法人 リ・エイド
伊那市仙美 7896 番地１
この法人は、この地域における住宅の高齢者、障害者及びその
支援者で手助けを必要としている人に対して、住み慣れた地域
において家庭的な雰囲気のもとで介護が受けられるための事業
を行い、地域福祉に貢献し、高齢者、障害者の住みやすい社
会づくりに寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 生活応援ネットワーク猫の手
長野市松岡２丁目 35 番 13 号
この法人は、地域課題に関心のある市民が、その経験と知識
を活かし、問題解決に取り組み、おさな子からお年寄りまで、
いきいきと生活でき、共に支え合うまちづくりに寄与すること、
更に公的な介護・支援に関する事業に関わり、地域福祉の増
進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 南信州クラブ
飯田市本町一丁目 12 番地
この法人は、南信州地域において、ラグビーをはじめとしたス
ポーツ活動を通じ、人づくり、まちづくり、地域づくりの推進を
図り、青少年の健全育成、地域社会の活性化及び公益の増進
に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 健康サポートまごの手
上田市中央４丁目９番１号
この法人は、健康増進、介護予防の支援活動を通して、地域
の支え合いに寄与するとともに、生活の質の向上に貢献すること
を目的とする。
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特定非営利活動法人 つながりの森
松本市大字松原 43 番地４
この法人は障がい者も健常者も共に支え合い、社会の構成員と
して地域社会に参加することができ、一人一人が健康でいきいき
とした暮らしのできる豊かなコミュニティの実現を図るために、障
がい者の自立支援モデル、社会参加支援モデルの開発、実践を
行い、障がい者と健常者が共存できる地域福祉の推進に寄与す
ることを目的とする。

特定非営利活動法人 訪問者の家
松本市大字内田 45 番地６
この法人は、年齢・性別・障がいの有無にかかわらず、誰もが
自分らしく居られて、ほっと出来る居場所フリースペースであるこ
とを基本とする。また、地域社会に根ざして、この法人の支援
を必要とする全ての人々に対し、心身共に健康で文化的な暮ら
しが送れるように、またその為に必要な力がつくように支援し、
福祉の向上に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 パンセの会
伊那市中央 6442 番地３
この法人は、障がい者や高齢者など社会的弱者に対して、地域
社会での自立生活を可能にするために障害者総合支援法や介護
保険法に基づいた事業や共生社会の実現にむけた活動について
広く知ってもらうための事業を行い、それぞれがコミュニティのな
かでその人の自分らしさを発揮できる社会づくりに寄与することを
目的とする。

特定非営利活動法人 大地
辰野町中央 226 番地１
この法人は、自然環境を維持し野生生物の保護を図りながら動
物と人間の共生を推進するとともに、規律ある有害鳥獣駆除に
参加することにより、有害鳥獣の被害から自然を守り、多くの住
民の利益を確保し、安心して生活ができる環境を作ることを目
的とする。

特定非営利活動法人 信州御代田ハピネスプロジェクト
御代田町大字御代田 4108 番地 1789
この法人は、御代田町内や町外の者に対して、情報発信事業や
世代間文化交流に関する事業を行い、御代田町の魅力を多くの
人に知ってもらい御代田町の活性化、また世代を超えた交流を
根ざし、子供からお年寄りまた地域を越えて関わり合える大きな
コミュニティーを作る事に寄与することを目的とする。

特定非営利活動法人 長野市有害鳥獣対策センター
長野市松代町柴 120 番地の１
この法人は、長野市内において農林業及び水産業への野生鳥
獣の被害防止を図るために有害鳥獣の捕獲作業を実施して、農
林業及び水産業の振興に寄与すると共に、併せて市街地に出
没する大形野生鳥獣（熊・猪・鹿等）を捕獲して人畜への被害
を防止する。

県内の NPO 法人の情報については、県公式ホームページ「県民協働・NPO・ボランティア情報コーナー」でご覧いただけます。

NPO法人設立講座開催案内
NPO 法人を立ち上げて社会貢献活動をしたい方を対象に、
「NPO 法人設立講座」を開催して
います。
◆開催日時・場所

13 時 30 分～ 15 時

開催日

会場

開催場所

11月14日
（金）

南信

長野県飯田合同庁舎 ３階
飯田市追手町 2 丁目 678

11月19日
（水）

東信

長野県佐久合同庁舎
佐久市跡部 65-1

11月21日
（金）

中信

長野県松本合同庁舎 ２階
松本市大字島立 1020

毎月第２木曜日

県庁

５階

申込締切日

301 号会議室（講堂）
TEL 0265-23-1111
共済ホール
TEL 0267-63-3111
204 号会議室
TEL 0263-47-7800

長野消費生活センター 談話室１
長野市中御所岡田 98-1（長野保健福祉事務所庁舎 1 階）
（県民協働課 協働・NPO 係 TEL 026-235-7189）

11月11日（火）
11月14日（金）
11月18日（火）
参加希望日の
前々日まで

※県庁会場については、毎月第２木曜日に開催しています。事前にお問い合わせください。
◆申込方法
各会場の申込締切日までに県民協働課へ FAX、電話またはメールでお申し込みください。
【お申込み・お問い合わせ】
長野県県民文化部県民協働課

電話
メール

０２６－２３５－７１８９

FAX

０２６－２３５－７２５８

kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp
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ＮＰＯ基礎セミナー・認定ＮＰＯ法人制度習得セミナー
の受講者を募集 し ま す ＜参加費無料＞
１ NPO 基礎セミナー

NPO の管理運営及び会計・税務に関する基礎的知識を専門家がわかりやすく講義します。

（１）対象者
NPO 法人をはじめとする NPO 活動団体の運営管理者・会計担当者
（２）開催日時・場所
◆開催日時・場所
開

催

日

会

場

開

催

場

所

11月27日
（木）

長野県佐久合同庁舎 401号 会議室
（佐久市跡部 65-1）

12月２日（火）

長野県飯田合同庁舎 501号 会議室
（飯田市追手町 2-678）

9:30 ～ 17:00
12月４日（木）

長野県松本合同庁舎 301号 会議室
（松本市大字島立 1020）

12月５日（金）

長野県長野合同庁舎 501･502号 会議室
（長野市大字南長野南県町 686-1）

申込締切日

11月21日（金）

（３）内容
・組織の運営管理、法令遵守（中間支援組織派遣講師）
・会計の基礎（日本公認会計士協会長野県会派遣講師）
・税務の基礎（関東信越税理士会長野県支部連合会派遣講師）

２ 認定ＮＰＯ法人制度習得セミナー

認定 NPO 法人になるためのノウハウを中間支援組織の派遣講師が講義します。

（１）対象者
認定 NPO 法人を目指す県内 NPO 法人の担当者等
（２）開催日時・場所
日

時

場

平成 27 年
１月 23 日（金）13:00 ～ 17:00

所

長野県松本合同庁舎 502号 会議室
（松本市大字島立 1020）

申込締切日
平成27年
１月16日（金）

（３）内容
・認定 NPO 法人制度の概要、
認定取得のメリット
（NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会派遣講師）
・寄付の集め方・事務処理（NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会派遣講師）

3 申込方法
申込締切日までに県民協働課へ郵送、FAX またはメールでお申込みください。
◆参加申込書アドレス
長野県ホームページ
http://www.pref.nagano.lg.jp/kyodo-npo/kurashi/kyodo/kyodo/npo/index.html
◆送付・問い合わせ先
長野県県民文化部県民協働課協働・NPO 係
〒 380-8570（住所は記載不要です。
）
TEL : 026-235-7189

FAX : 026-235-7258

E-mail : kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp
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